前号に続き名古屋市昭和区に本社がある、竹田印刷さま。ラッシュのパートナー企業です！
印刷系のお仕事の他にも、幅広く事業展開しています。

営業第三部一課

課長

浅井

俊司

様

倉田社長とスタッフの皆さんが何事にも笑顔で対応していただけるところですね！困って相談し
ているこちらが元気をもらってしまいます。困った時には倉田社長の顔が浮かび、つい電話をして
しまっています。
ハードからソフトまであらゆる手法を駆使していただき助けていただいており、感謝！感謝！
の 一 言 で す 。女 性 ス タ ッ フ な ら で は の き め 細 か な 配 慮 、倉 田 社 長 の ア メ と ム チ が 加 わ っ た
絶妙なコンビネーションが大好きです。

営業第一部二課

大村 将太

浅井様

様

2017.06

社会人になって間もない頃からお会いしている倉田社長 ( ラッシュ様 )。今よりさらに実のない私
に、仕事のことや私生活のことにおいても真剣にお話を聞いていただき、好きという認識は畏れ
多く、師匠であり親のような存在と認識しております。
これから、お仕事の依頼もどんどん増やしていく予定ですのですので、よろしくお願いいたします。

Vol.8

大村様

みなさまは TV を見ますか。
私はお家で、とりあえず TV をつけてしまう

現在ラッシュでは、2018 年度の新卒採用を進めています。採用活動を通して、昔とは就活の様相

タイプです。TV がついていると、特に見たくない番組でも何気なく眺め

が大きく変わっている事を実感させられます。企業合同説明会を経て、ラッシュの会社説明会を

て、気付けば時間が過ぎている……みたいなことってありませんか。
なの

行いますが、会社説明会の場で学生さんに「就活で困っていることや、不安なこと、知りたいこと

で、私は朝に TV はつけません。
つけると、出かける準備に異様に時間がか

は何か？」ということを聞いています。せっかく何かの縁あって会社に来てくれたのだから、採

かって、遅刻してしまうからです ( 笑 ) お休みの日はのんびりしている
ので、つけながら出かける準備をしたりするのですが、とんでもなく時間がかかります。
そんな
に見ているつもりはないんですけれど、
TV マジックです……！

用する企業側として何か少しだけでも不安や困っていることで助けになることを言ってあげら
れたら、という「親心」から、そういった質問をしています。
すると、こんな売手市場と呼ばれる状況の中でも
「自分が内定をもらえるかわからないのが不安」
と思っている学生さんが圧倒的に多いのに驚きます。
大手就活サイトから希望の会社にエントリーするも、大学のランクがいけないのか、申込みのタ

みなさまからのお困りごとを何でも伺います！
新入社員
からの
お願い

「何年も前にＷeｂサイトを作ったきりで、ちょっと変えたい
なぁ。」「この業務、人手が足らなくて困ってるんだよな。」「う
ちのお客さまって、今の接客に満足してるか気になるなぁ。」な
ど、お困りごとはございませんか？
新人の朝見・石川がお客さまの話を伺いに参ります！まずは、ご
挨拶も兼ねてお会いさせていただけますでしょうか。お問合せ
は、お電話・メール・弊社担当までお声掛けください。

イミングが遅かったのか、理由はわからないままネット上だけで自分があっけなく却下され
ることも多々あるようで、自信を失っているのかな、というのが私の個人的な印象です。
私は社会に出たばかりの学生さんが（未経験中途採用も同様ですが）、いきなり
ラッシュの役に立ち、バリバリ売上を上げたりしてくれるとは全く思っていま
せん。ある程度は「穀つぶし」であるという覚悟をして雇用するわけですか
ら、最低限「早く役に立てるよう必死で頑張る、何があってもくじけず努

新人の朝見・石川です！

力し続ける」覚悟だけは持っている子を選びたいと思っています。
いい出会いがありますように。

弊社スタッフからの情報発信コーナー

代表

今月のお題

倉田

清野

TV は朝のニュース以外、ほとんど見る時間が

「好きなテレビ番組」

近藤

私はドラマを見るのが好きです。

ありません。お笑い番組は嫌いですし、ドラマ

新しくなる時期にはとりあえず 1 話を録画して、

も 1 回目は録画して、面白そうなものがあれば

見たいもののみ続けて見るようにしています。

見ようかなと毎回思うのですが、結局、原作本

毎回どんなドラマが始まるか楽しみにしてい

普段音楽を聴いていることが多く、あまりテレビ
を観ないのですが、アメトークなどのお笑い番組

杉原

ます！

を買って読んでしまうことが多いです。

私の好きな番組は笑点です。ご年配の方向けの

を録画して、休みの前の日にまとめて観たりして
います。
爆笑して、
ストレス発散になってます♪

番組かと思っていたのですが、主人が好きで一
緒に見ているうちに、最近は時間になると私が
チャンネルを合わせています。落語家さんたち
のお決まりのネタなど、面白くて笑いながら見
ています。
チーフディレクター

桑山

TV は大好きなので、よく観る番組はたくさんあり
ますが・・・昔から観ているのは「 探偵！ナイト
スクープ」
。
くだらないことにも真剣に取り組み、
ディレクター
ディレクター

石川

堀田

毎週月曜に放送の『スカッとジャパン』です。

西川
子供の頃、生き物地球紀行が好きでした。今は、
日曜にやっているドラゴンボールです。意外に

楽しいです。あと、ムネキュンスカッとを見る

です。
名古屋では見れないので、ティーバーで見

と「ああ、青春時代に戻りたい～」と一人で

たり録画を送ってもらったりして欠かさず見て

キュンキュンしています。

と、
なんだかスッキリ！）

田中
バラエティー番組が好きです。アメトーーク
とかよく見ます。
マニアックなテーマでも芸人さん達が、知識

リーダー

い番組が増えるといいなぁと思います。

アシスタント

永易

ザ少年倶楽部です。BS プレミアムで放送されて
いる、ジャニーズ Jr. の番組です。
女子中高生が
喜んで観そうな番組ですが、30 過ぎても喜んで
観ています。
こんな番組観ているのは私ぐらいかと思ってい

伊藤

ディレクター

朝見

息子が生まれてから基本 TV は見ないのです
が、録画はしているダウンダウンなうとワイド
ナショーは時々ふらっと休日に見ます。ダウン
タウン好きだと今認識しましたが、今や何気に
優しい彼らに男性としても魅力を感じるのか

好きな番組は「マツコの知らない世界」

ましたが、友達も未だに観ているそうで安心し

東中

気と戦いながら見ています。

ます。
懐かしの海外ドラマや、自分が見たことの
なかったドラマを観たりします。最近は何とな
く見ちゃった「仮面ライダー電王」にはまって数

松尾

話まとめて観まくりました。佐藤健が若くて

私の好きな番組は、毎週欠かさず見る『イッテ

初々しかったです。
笑。

Ｑ』です。
最近は子供と一緒に見る事が多いです

金沢

ます。コンビニのおかずの話だったり、レゴの

疎く、よくわかりませんが、小さい頃は
［本当に

話だったり、毎回さまざまな分野のすごく細

あった怖い話］が好きでした！

かいことについての話題が繰り広げられま

たがりなので、再現ドラマ？でよくビビってま

大西

す。深夜枠だったころからのファンです！！

野々垣

ンタウンのガキの使いやあらへんで！は毎週
録画しています。落ち込んだときや悲しいと
きは、無理やりにでも笑っていると自然と気
持ちも落ち着いてくるので、そういうときこ
そ笑いを求めます！

ているかもしれません。

怖いくせに見

した。

好きな番組というか、子供たちと一緒に見て

【TV ドラマ】
少女漫画同様、ずっと恋愛系のドラマが好きで

盛り上がるのが「ネプリーグ」です。漢字が読

したが最近友達に勧められてサスペンス系のド

めるのか、パーセンテージを当てにいったり、

ラマも見るようになりハマりました。ちなみに

100 万円取るつもりでがんばってます！家族
で楽しめて、かつ為になる番組だと思います。

加藤

早川

クイズ番組をよく観ます。

「リバース」です。HDD のキーワード登録でたま

お笑い番組は何となく見てしまいます。ダウ

が、大爆笑出来るところがストレス発散になっ

元々テレビをあまり見ないので、ドラマなども

るタイプです。

松島

連ドラも好きで

すね～

を持ったりする事もあります。夜遅いので眠

た今日この頃です。

ドラマは毎話見るのではなく、ためて一気に観

アシスタント

ジャパン、嵐にしやがれ etc.

が、休みの日は PC で AbemaTV をたまに観て

が出てきて、「へぇ～」という事を教えてくれ

アシスタント

の果てまでイッテＱ！、モニタリング、スカッと

普段はあまりテレビを見る時間がないのです

毎回色々な分野について知り尽くしている人

も…笑

迷います。
中でも、ザ！世界仰天ニュース、世界

豊富に面白く語っているのでその内容に興味

大好きな関西に浸っています。名古屋でも面白

アシスタント

中島

好きな TV 番組はたくさんありすぎて、かなり

笑いあり涙ありで大好きな番組です。
（観終わる

「これすごくわかる～ !」という内容が多くて

関西ローカルの「過ぎる TV」と「どこいこ！？」

リーダー

面白いです。

子供たちと競ったり、一緒に考えたりしていま

たま録画されていたドラマだったのですが、す

す。
現役大学生・高校生には、なかなかかないま

ごく面白くて今後の展開が気になっています。
機会があれば原作も読んでみたいです。

成瀬

太田

好きな TV 番組は、深夜の時間帯から見ている

私はテレビをあまり見なくて、ドラマとかは最

「家、ついて行っていいですか？」という番組で

後の回まで見ることはほぼないです。唯一、楽し
みに見てるのは世界の果てまでイッテＱです♪
日曜日に家族揃って笑っていられるし、何も考
えないで見れるところが好きです！

す。
終電に乗り遅れた人の家に着いていって、そ
の人の生き方や人生について話を聞くという番
組なんですが、色んな人の人生ドラマが聞ける
でとても面白い番組です！見るたびに、自分も
頑張って生きていこう！と思いますね。

せんが、コミュニケーションツールのひとつに
なっています。

